
ご 旅 程 表 

Tom Fielding Golf School 

  トム・フィールディングゴルフスクール  

『サマーゴルフキャンプ旅行』 

2022 年 8 月 15 日~ 

●旅 行 先：桂ゴルフ倶楽部・北海道県 

●旅行期間：2022 年 8月 15 日（月）～8月 20 日（土） 

●参加人員：お客様 6~9 名+引率 1名 

Daily Itinerary /1 日の流れとしては 

日 月日（曜） 都 市 名 交通機関 行程 SCHEDULE 

1 8/15(月) 東京から千

歳県に移動 

Tokyo to 

Chitose 

prefecture 

airport 

 

桂ゴルフ 

倶楽部 

Flight 

Shuttle bus 

/ train / 

taxi     

(送迎車) 

でホテルか

らゴルフコ

ースへの移

動 

※ 空路で東京から千歳県に到着・ホテルに移動 

※ チェックイン（１５：００時～） 

桂ゴルフ倶楽部に移動 /軽食/ランチ 
※ 11:30時: レンジにてウォーミングアップ   

※ 12:44時: コースにて18ホールラウンドレッスンを開始 

※ 17:30時: ゴルフプレー終了。ホテルに帰る 

※ 18:00時: ~お風呂入浴・自由時   

※ 18:30時: 千歳市の中のホテルにてディナー 

※   20:00時:お部屋でくつろぎタイム / ご就   

 

※ Arrive at Chitose airport. Transfer to hotel 

※ Check-in from 3 pm onwards  

※ Transfer to Katsura GC / Lunch 

※ 11:30: Pre golf game warm up 

※ 12:44: Start time for 1st 18 hole Round lesson. (Play 
through) 

※ 17:30: Conclusion of day    

※ 18:00: Return to hotel Freshen up, take a bath / Free 
time 

※ 19:00: Dinner in the Resort. (Location to be 
determined on the day)  

※   20:00: Relax in your room 

【 【Accommodation plan: Chitose city hotel】 

3 8/16(火) 桂ゴルフ 

倶楽部 

 

ゴルフカー

トでホテル

からゴルフ

コースへの

移動 

 

※ 07:00時: ホテルにてカフェテリアにて朝食  

※ 08:30時：桂ゴルフ倶楽部に移動 

※ 09:00時: レンジ/ショートコースにてウォーミングアップ、ゴル
フクリニックとスイング動画撮影を行う 

※ 11:30時：ランチ 

※ 12:44時：  アウトカインのコースにて18ホールラウンドレ

ッスンを開始。 

※ 07:00: Breakfast in Hotel Cafeteria 

※ 08:30: Transfer to the Katsura GC for Practice 
fairway/short course. Training program #1. / Pre golf 
game warm up and swing video assessment 

※ 09:00時：Practise range and short course: Group golf 
lesson and pre-round practise 

※ 11:30: Lunch 

 

トムフィールディング・ゴルフスクール 
Tom Fielding Golf School 
℡：090.6709.1728 
Email: tom@tomfieldinggolf.net 
担当：トム フィールディング Tom Fielding 



※ 17:30時: ゴルフプレー終了。 解散時間   

※ 17:45時: ホテルに帰る・お風呂入浴・自由時間   

※ 19:30時: ホテルにてディナー 

※ 21:00時: ~お部屋でくつろぎタイム / ご就   

【宿泊予定：千歳市の中のホテル】 

※ 12:44: Start time for18 hole Round lesson 

※ 17:30: Conclusion of day  

※ 17:45: Return to hotel to freshen up, take a bath / Free 
time  

※ 19:30: Dinner. (Location to be determined on the day)  

※ 21:00: Return to hotel / Relax in your room.  

4 8/17(水)  

桂ゴルフ 

倶楽部 

 

送迎車でホ

テルからゴ

ルフコース

までへ。 

※ 07:00時: ホテル1Fカフェテリアにて朝食 

※ 08:30時: 桂ゴルフ倶楽部 へ移動 

※ 09:00時：ショートコースと練習場にてウォーミングアップ 

・ゴルフレッスン・スイング動画撮影   

※ 11:30時: 昼食  

※ 12:44時: 桂ゴルフ倶楽部にて18ホールホールラウンドレ

ッスンを開始 

※ 17:30時: ゴルフプレー終了。 解散時間   

※ 17:45時: ホテルに帰る・お風呂入浴・自由時間   

※ 19:30時: ホテルにて夕食 

※ 21:00時: ~お部屋でくつろぎタイム / ご就   

【宿泊予定：千歳市の中のホテル】 

 

※ 07:00: Breakfast in Hotel Cafeteria 

※ 08:30: Transfer to the Katsura GC 

※ 09:00: Practice fairway/short course. Training program 
/ Pre golf game warm up and swing video assessment 

※ 11:30: Lunch after completion of round. 

※ 12:44: Start time for18 hole Round lesson 

※ 17:30: Conclusion of day  

※ 17:45: Return to hotel to freshen up, take a bath / Free 
time ~ 

※ 19:30: Dinner. (Location to be determined on the day)  

※ 21:00: Return to hotel / Relax in your room.  

 

5 8/18(木) 桂ゴルフ 

倶楽部 

 

 

 ※ 07:00時: ホテル1Fカフェテリアにて朝食 

※ 08:30時: 桂ゴルフ倶楽部 へ移動 

※ 09:00時：ショートコースと練習場にてウォーミングアップ 

・ゴルフレッスン・スイング動画撮影   

※ 11:30時: 昼食  

※ 12:44時: 桂ゴルフ倶楽部にて18ホールホールラウンドレ

ッスンを開始 

※ 17:30時: ゴルフプレー終了。 解散時間   

※ 17:45時: ホテルに帰る・お風呂入浴・自由時間   

※ 07:00: Breakfast in Hotel Cafeteria 

※ 08:30: Transfer to the Katsura GC 

※ 09:00: Practice fairway/short course. Training program 
/ Pre golf game warm up and swing video assessment 

※ 11:30: Lunch after completion of round. 

※ 12:44: Start time for18 hole Round lesson 

※ 17:30: Conclusion of day  

※ 17:45: Return to hotel to freshen up, take a bath / Free 
time ~ 

※ 19:30: Dinner. (Location to be determined on the day)  



※ 19:30時: ホテルにて夕食 

※ 21:00時: ~お部屋でくつろぎタイム / ご就   

【宿泊予定：千歳市の中のホテル】 

※ 21:00: Return to hotel / Relax in your room.  

 

6 

 

8/19(金) From hotel 

to Katsura 

GC 

 

 ※ 07:00時: ホテル1Fカフェテリアにて朝食 

※ 08:00時: 桂ゴルフ倶楽部 へ移動 

※ 09:00時：ショートコースと練習場にてウォーミングアップ・

ゴルフレッスン・スイング動画撮影 

※ 11:30時: 昼食    

※ 12:44時: 桂ゴルフ倶楽部にて18ホールホールラウンドレ

ッスンを開始 

※ 17:30時: ゴルフプレー終了。 解散時間   

※ 17:45時: ホテルに帰る・お風呂入浴・自由時間   

※ 19:30時: ホテルにてテ夕食 

※ 21:00時: お部屋でくつろぎタイム / ご就寝   

※ 07:00: Breakfast in Hotel Cafeteria 

※ 08:00: Transfer to the Katsura GC 

※ 09:00: Practice fairway/short course. Training program. 
/ Pre golf game warm up and swing video 
assessment   

※ 11:30: Lunch. 

※ 12:44: Start time for18 hole Round lesson 

※ 17:30: Conclusion of day  

※ 17:45: Return to hotel to freshen up, take a bath / Free 
time ~ 

※ 19:30: Dinner. (Location to be determined on the day)  

※ 21:00: Return to hotel / Relax in your room.  

7 8/20(土) Return 

flight from 

Chitose 

airport to 

Tokyo 

  

※ 朝食後チェックアウト（～１１：００） 

※ タクシー・シャトルバス/にて千歳飛行場へ移動  

 
※ 08:00am: Breakfast at the Hotel cafeteria. 

※ ～11:00am: Check out time  
 
Transfer from hotel to Chitose Airport by shuttle bus or 
taxi  

 

※ 上記内容は今後変更になる場合もあります。予めご了承下さい。 

 

Summer Intensive Golf Camp @ Katsura Golf Club, Chitose, Hokkaido prefecture fees are;JPY185,000 per person  
 
サマーゴルフキャンプ代金：集中的なゴルフ合宿パッケージの代金は;円 185,000 一人当たり分。 

 

 

Inclusions /  



※ The 5 times golf play fee (Katsura Golf Club). Coach Tom Pro will accompany you for a round lesson. From then on, within the time limit, we will continue 

to offer fixed-point lessons using round lessons or courses.  

※ Round style specified in the schedule is a walking round with a caddy. The passenger cart is optional. Please make a reservation in advance. 

※ On course lessons in the form of hole by hole strategies, including the practical application of the practice sessions during each round.  

※ Lesson fees and golf training program on the practice range including the short course.  

旅行代金に含まれるもの 

※ 日程に明示した５回ゴルフプレー代（桂ゴルフ倶楽部）ラウンドスタイルはキャディ付徒歩ラウンドです。乗用カートはオプションです。事前にご予約ください。   

※ ツアーの期間中の PGA インストラクター（コーチトム）によるトレーニングプログラムを提供します。 

※ コーチトムプロが同伴し、ラウンドレッスンを行ないます。 以降、制限時間内においては、引き続きラウンドレッスンかコースを使用しての定点レッスンを行ないま

す。 

※ スクール指定の期間中の練習場での打球練習費用練習施設使用料（練習ボール含む）。 

※ ツアーの期間中（５日間のゴルフ場及び練習場の２時間で練習グリーン・アプローチグリーン・ショートコース施設使用費。 

 
Exclusions: What is not included in the course fees. 
※ Hotel: Please make your own hotel reservation arrangements. 

※ Transportation from Tokyo to Chitose. (Please make your own travel arrangements from Tokyo to Chitose). 

※ Travel accident insurance fee. (* Please be sure to subscribe before departure). 

※ All meals and food and beverages are not included. 

※ Living expenses for food and non-food service (private spending money). 

※ Expenses / cost of personal consumption, such as a telephone call charges, internet connection and other expenses of personal consumption.  I.e. Pro-shop 
and Hotel merchandise and souvenirs etc. 

※ Cost of personal consumption of goods and services during free time and outside of the stipulated golf camp program. Including costs of golf fees and 
transport fees outside the stipulated golf camp program 

※ All personal expenses / costs associated with activities outside the golf camp’s program 

 

 

旅行代金に含まれていないもの 



 

※ ホテルの宿泊設備 (ホテルの予約はご自身で手配してください)。 

※ 全てのお食事(食事は別になります)。  

※ 延泊代金 

※ 東京から千歳までの各自移動にかかる交通費。 

※ 国内旅行傷害保険料金。（*ご出発前に必ずご加入下さい) 

※ クリーニング代、電報、電話料、その他個人的性質の諸費用及びサービス料 

※ その他、お飲物など個人的な費用 

※ レンタルクラブ・レンタルシューズ 

※ 往復ホテルまでの交通費 

※ 傷害・疾病に関する医療費 

※ 食費及び生活費。 

※ 電話料金やパソコンデータ（インタネット）通信費。 

※ 追加のゴルフ代 

※ 自由行動やゴルフキャンプの時間以外のその他個人の出費。*その他、個人的性質の諸費用など。 

※ 弊社指定外コースや練習場での施設使用料やボール代。 

※ 夕食。 

※ その他日程表及び旅行代金に含まれるものに明示されていないもの 

 

 


